
定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます

36 人のろう者から勇気と希望がもらえる写真集。
長年ろうあ運動に携わってきた36人のろ
う者が写真と文章で紹介されています。
戦後の日本のろう者やろうあ運動の貴重
な記録であり、数々の悩みや苦しみを乗
り越えて来たその姿は多くの人に勇気と
希望を与えます。
� （写真・文　豆塚猛）

Ｂ５判　180 頁　モノクロ
定価　1,650円（税込・送料別）

『道～ろうあ運動を支えた人びと～』 ◆

日本聴力障害新聞で連載したマンガが１冊の
単行本になりました。
差別に直面し、孤立していたろう者たちが、全国ろうあ青年研究
討論会で語り合い、立ち上がり、権利を求めて闘い続けた軌跡
が描かれます。この団結し、連帯した取り組みは、現在の連盟の
運動に引き継がれています。
� （漫画：濱田咲乃・濱田彩乃）

Ａ５判　132 頁　
定価　1,100 円（税込・送料別）

マンガ 『ろう者たち～権利を求めて～』 ◆
（原作・髙田英一〔全日本ろうあ連盟元理事長〕）

支払いについては、ゆうちょ銀行で
の払い込み、コンビニエンスストア
でのお支払い、購読料がお得なゆう
ちょ銀行口座からの自動引き落とし
があります。

一般財団法人全日本ろうあ連盟　京都事務所
〒 602-0901　京都府京都市上京区室町通今出川下ル　繊維会館内
電話　075-441-6079　FAX　075-441-6147
E-mail ： jdn@jfd.or.jp　HP ： https://jdn.jfd.or.jp/

出版物のご案内
2022年版

◦ 書店でご注文できます。（商品名の後ろに ♦ があるものはできません。）
◦ 連盟ホームページからご注文できます。（PC・スマートフォン・携帯対応）
◦ ホームページ以外では、郵便振替または現金書留にてご注文できます。
◦ 送料・振込手数料は、お客様のご負担となります。
◦ お申し込み方法の詳細につきましては下記へお問い合わせください。

購入申込方法

一般財団法人全日本ろうあ連盟
〒162-0801�東京都新宿区山吹町130�SKビル8階
電話��03-3268-8847　FAX��03-3267-3445　https://jfd.shop-pro.jp/
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わたしたちの手話シリーズ

Ｂ5判上製函入り　1,808頁
　定価 24,200円（本体22,000円+税10％）

国内唯一の手話用例大辞典！
現在普及している手話を大幅に追加した、国内唯一の
手話用例辞典です。
単語だけではなく会話例を10,000以上収載し、手話
でのコミュニケーションが一層広がります。
聴覚障害者、手話通訳者、手話学習者を問わず、また
医療、教育、福祉の様々な分野で役立つ大辞典です。
・日常会話を豊富に収録 ！
・表情豊かなイラストで使いやすく、わかりやすい ！
・充実の付録・索引で様々な使い方が可能 ！
厚生労働省推薦　 全国学校図書館協議会選定図書  

新  日本語—手話辞典
Ａ5判　616頁　定価 2,860円（本体2,600円+税10％）

最新の標準手話研究の成果が 
すべてこの1冊に ！
大ベストセラー『わたしたちの手話　学習辞典』
第2巻！

『新しい手話2010～2013』掲載語のほか、日常
用語・専門用語から新たに3,000語を選定・収録し
ました。『学習辞典Ⅰ』と合わせて6,500語が学べ
ます。手話コミュニケーションのレベルアップに必
携の１冊です。
・手の形からも学習できる親切なレイアウト
・ 災害関連用語、ＩＴ・労働・金融関連用語、よく使わ

れるカタカナ語が満載
・ろうあ運動に関する豆知識を掲載

わたしたちの手話　学習辞典 Ⅱ

Ａ5判　646頁　定価 2,860円（本体2,600円+税10％）

受け継がれてきた手話のすべてが 
ここにある ！
2010年発行のベストセラー『学習辞典』改訂版です。
最新の標準手話研究の成果を盛り込んだ手話学習
者のバイブルがさらに内容が充実しました。
・手の形からも学習できる親切なレイアウト
・1つの手話に豊富な日本語
・基本単語を中心に3,500語掲載
・手話やろう者に関する豆知識を掲載
全国手話検定試験5級～準1級　基本単語対応

わたしたちの手話　学習辞典 Ⅰ

Ａ5判　定価 「2017～2021」 各990円（本体762円+税10％） 

毎年定番の大人気シリーズ ！
（社福）全国手話研修センター・日本手話研究所が厚
生労働省の委託を受けて、毎年確定している新しい
標準手話を掲載している新しい手話シリーズ。話題
の言葉や普段使いの言葉が満載。
手話学習者必読の1冊です。
※�『新しい手話2004〜2016』『新しい手話Ⅰ〜Ⅳ』は�
販売終了しました。

わたしたちの手話　
新しい手話2017～2021

『わたしたちの手話』シリーズは、昭和44年に第１巻を発行以来、ろう者の
日常生活に用いられている手話を紹介し、広く親しまれてきました。
現在までに全10巻の他、続１、スポーツ用語、新しい手話I・II・III・IV、 
新しい手話2004～2021を発行しています。
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わたしたちの手話シリーズ

楽しく手話を学びたい

Ｂ5判上製函入り　1,808頁
　定価 24,200円（本体22,000円+税10％）

国内唯一の手話用例大辞典！
現在普及している手話を大幅に追加した、国内唯一の
手話用例辞典です。
単語だけではなく会話例を10,000以上収載し、手話
でのコミュニケーションが一層広がります。
聴覚障害者、手話通訳者、手話学習者を問わず、また
医療、教育、福祉の様々な分野で役立つ大辞典です。
・日常会話を豊富に収録 ！
・表情豊かなイラストで使いやすく、わかりやすい ！
・充実の付録・索引で様々な使い方が可能 ！
厚生労働省推薦　 全国学校図書館協議会選定図書  

新  日本語—手話辞典

Ａ5判　646頁　定価 2,860円（本体2,600円+税10％）

受け継がれてきた手話のすべてが 
ここにある ！
2010年発行のベストセラー『学習辞典』改訂版です。
最新の標準手話研究の成果を盛り込んだ手話学習
者のバイブルがさらに内容が充実しました。
・手の形からも学習できる親切なレイアウト
・1つの手話に豊富な日本語
・基本単語を中心に3,500語掲載
・手話やろう者に関する豆知識を掲載
全国手話検定試験5級～準1級　基本単語対応

わたしたちの手話　学習辞典 Ⅰ

Ａ5判　定価 「2017～2021」 各990円（本体762円+税10％） 

毎年定番の大人気シリーズ ！
（社福）全国手話研修センター・日本手話研究所が厚
生労働省の委託を受けて、毎年確定している新しい
標準手話を掲載している新しい手話シリーズ。話題
の言葉や普段使いの言葉が満載。
手話学習者必読の1冊です。
※�『新しい手話2004〜2016』『新しい手話Ⅰ〜Ⅳ』は�
販売終了しました。

わたしたちの手話　
新しい手話2017～2021

『わたしたちの手話』シリーズは、昭和44年に第１巻を発行以来、ろう者の
日常生活に用いられている手話を紹介し、広く親しまれてきました。
現在までに全10巻の他、続１、スポーツ用語、新しい手話I・II・III・IV、 
新しい手話2004～2021を発行しています。

わたしたちの手話　（１）（２）（３）（４）（８） 
新書版　 （１）～（４）　各990円（本体900円+税10％） 

（８）　880円（本体800円+税10％） 
厚生労働省推薦　全国学校図書館協議会選定図書

※『わたしたちの手話（５）（６）（7）（９）（10）』『わたしたちの手話�続１』
『スポーツ用語』は販売終了しました。 
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楽しく手話を学びたい

ＤＶＤで楽しく学べる
はじめて出会う手話

Ａ5判　192頁　DVD（約60分）付
　定価 1,980円（本体1,800円+税10％）

ろう者の魅力ある手話を本と動画（DVD）で
学べます。
手話を始めたい方、講習会に通い始めたけれど家で
も復習したい方に最適です。
手話単語が全部で700語。これを覚えれば日常会話
がスムーズにできます。
自己紹介・家族・趣味・病院・仕事など10シーンごと
に短文・会話例と「解説」、関連単語を収録。また、手
話学習に必要な「基礎知識」、手話やろう者に関する

「Q&A」も掲載されています。

今すぐはじめる手話テキスト
聴さんと学ぼう！ 

Ａ5判　64頁　定価 990円（本体900円+税10％）

市民講座、手話学習会等で指導者と一緒に 
学ぶための手話テキストです。
手話が初めての方がろう者や手話について知り、自
己紹介や簡単な会話程度の手話を身につけることの
できる内容になっています。
カリキュラムは全12講座。各講座とも、場面別に

「聴さん」と一緒に会話から手話を学ぶ、誰もが
はじめやすい内容になっています。
※�本書は厚生労働省「手話奉仕員養成カリキュラム」
に対応していません。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
〒162‐0801東京都新宿区山吹町130  SKビル8F
TEL（03）3268‐8847　FAX（03）3267‐3445

本と動画で
わかりやすい

日常使える
700語が学べる

初めての
人だけでなく
復習にも最適

販売価格：1,800円＋税
● A5判（DVD付・約60分）● 192ページ 

http:// jfd.shop-pro.jp

お申し込みはお近くのろうあ団体または書店まで

「自己紹介」「家族」「趣味」「病院」「仕事」など 
10シーンの短文・会話例と関連単語を収録！ 

手話学習に必要な「基礎知識」「Q&A 」や
知っておきたい「単語集」も掲載！  解説も充実！

ろう者の魅力ある 手話を収録した ＤＶＤ付 

DVDで楽しく学べる
はじめて出会う手話DVDで楽しく学べる
はじめて出会う手話初め

て手
話を

学ぶ人
に最適な１冊！ 

初め
て手
話を

学ぶ人
に最適な１冊！ 

そんな期待に応
えられる

ＤＶＤ付きの本
です！

手話を始めたいけど、どの本を購入したら…

　講習会に通っているけど、家でも復習したい…

▲DVDメニュー画面▲教本

発 行
お申し込み・お問い合わせ

28300840 ろうあ〈はじめて出会う手話_広告〉.indd   1 2018/04/13   17:41
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ＤＶＤで楽しく学べる
はじめて出会う手話

Ａ5判　192頁　DVD（約60分）付
　定価 1,980円（本体1,800円+税10％）

ろう者の魅力ある手話を本と動画（DVD）で
学べます。
手話を始めたい方、講習会に通い始めたけれど家で
も復習したい方に最適です。
手話単語が全部で700語。これを覚えれば日常会話
がスムーズにできます。
自己紹介・家族・趣味・病院・仕事など10シーンごと
に短文・会話例と「解説」、関連単語を収録。また、手
話学習に必要な「基礎知識」、手話やろう者に関する

「Q&A」も掲載されています。

楽しく手話を学びたい

今すぐはじめる手話テキスト
聴さんと学ぼう！ 

Ａ5判　64頁　定価 990円（本体900円+税10％）

市民講座、手話学習会等で指導者と一緒に 
学ぶための手話テキストです。
手話が初めての方がろう者や手話について知り、自
己紹介や簡単な会話程度の手話を身につけることの
できる内容になっています。
カリキュラムは全12講座。各講座とも、場面別に

「聴さん」と一緒に会話から手話を学ぶ、誰もが
はじめやすい内容になっています。
※�本書は厚生労働省「手話奉仕員養成カリキュラム」
に対応していません。

おぼえようみんなの手話 ◆

Ｂ5判　192頁　定価 2,200円（本体2,000円+税10％）

手話が初めての人にはこの１冊 ！
初めて手話を学ぶ人にもわかりやすく、文例すべてに手話のイラストを掲載す
るとともに、イラストすべてに動作の説明文をつけています。
ここまで丁寧な手話学習書は他に類を見ません ！ 手話の学習会には通えない
けれど手話を覚えたい、そんなあなたには格好の学習書です。

新　手話ハンドブック
Ｂ5判変型　208頁　定価 1,650円（本体1,500円+税10％）

まず、手を動かしてみましょう ！　初心者から役立つ手話事典
２色刷で、さらに使いやすくなった「手話入門｣の決定版です。
手話の基本となる「基本単語２００」「基本会話５０」を、２色刷イラストでわかりや
すく解説しています。
手話の歴史とその仕組み、ろう教育、全日本ろうあ連盟の歩みと現状を紹介し
ています。

全国地名手話マップ
Ｂ5判　132頁　定価 2,200円（本体2,000円+税10％）

都道府県・市・東京23区の表現を収録 ！
生まれた県名や、今、住んでいる市・区の手話ってどうやるんだろう？
全国の県や市・東京23区、合わせて806ヶ所を収録した日本初の地名手話集
です。
手話で日本地図を楽しみましょう。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
〒162‐0801東京都新宿区山吹町130  SKビル8F
TEL（03）3268‐8847　FAX（03）3267‐3445

本と動画で
わかりやすい

日常使える
700語が学べる

初めての
人だけでなく
復習にも最適

販売価格：1,800円＋税
● A5判（DVD付・約60分）● 192ページ 

http:// jfd.shop-pro.jp

お申し込みはお近くのろうあ団体または書店まで

「自己紹介」「家族」「趣味」「病院」「仕事」など 
10シーンの短文・会話例と関連単語を収録！ 

手話学習に必要な「基礎知識」「Q&A 」や
知っておきたい「単語集」も掲載！  解説も充実！

ろう者の魅力ある 手話を収録した ＤＶＤ付 

DVDで楽しく学べる
はじめて出会う手話DVDで楽しく学べる
はじめて出会う手話初め

て手
話を

学ぶ人
に最適な１冊！ 

初め
て手
話を

学ぶ人
に最適な１冊！ 

そんな期待に応
えられる

ＤＶＤ付きの本
です！

手話を始めたいけど、どの本を購入したら…

　講習会に通っているけど、家でも復習したい…

▲DVDメニュー画面▲教本

発 行
お申し込み・お問い合わせ
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楽しく手話を学びたい

手話を学ぶ人のために
～もうひとつのことばの仕組みと働き～ 

本名　信行・加藤　三保子　著
Ａ５判　132頁　定価 1,760円（本体1,600円+税10％）

手話は人間のもうひとつのことばです。
言語学と社会言語学の観点から手話とはどういう言
語かについて、また手話の成り立ちや特徴などをイ
ラストを使って分かりやすく解説しています。
内容 ：
　・手話ってなに？どのようにできているの？
　・手話の構成要素
　・手話の文法
　・新しい手話をどうつくるか
　・手話ということば
　・手話と社会

使える！ スポーツ手話ハンドブック 
Ａ５判　160頁　定価　1,430円（本体1,300円+税10％）

大会運営にも役立つ！
スタッフ必携の一冊です。
オリンピック・パラリンピック、また、全国ろうあ者体
育大会や全国各地で開催されるスポーツ大会などで
使える様々な手話表現を網羅した書籍です。オリン
ピック・パラリンピックの競技名だけでなく、大会や式
典、大会運営に関わる人に役立つ用語を中心に幅広
い分野の手話を246単語収録しています。

大会運営にも
役立つ！

スタッフ必携の
一冊です。大会運営にも

役立つ！

スタッフ必携の
一冊です。

スポーツ手話スポーツ手話
ハンドブックハンドブック

スポーツ手話
ハンドブック

使える！使える！

一般財団法人 全日本ろうあ連盟

◦オリンピッ
ク競技

◦競技名
◦冬スポーツ

◦障害者スポ
ーツ

◦大会
◦式典
◦規則・ルー

ル

◦運営

◦人物
◦メディカル

◦場所・交通

　など…

多彩な分野の
手話単語を掲

載！

一
般
財
団
法
人  

全
日
本
ろ
う
あ
連
盟

使
え
る
！

ス
ポ
ー
ツ
手
話 

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

28300807 スポーツ手話_J案.indd   1,3

18/06/06   11:54

28302756 2022_図書目録175×112_本文.indd   528302756 2022_図書目録175×112_本文.indd   5 2022/06/20   11:042022/06/20   11:04



6

楽しく手話を学びたい

手話を学ぶ人のために
～もうひとつのことばの仕組みと働き～ 

本名　信行・加藤　三保子　著
Ａ５判　132頁　定価 1,760円（本体1,600円+税10％）

手話は人間のもうひとつのことばです。
言語学と社会言語学の観点から手話とはどういう言
語かについて、また手話の成り立ちや特徴などをイ
ラストを使って分かりやすく解説しています。
内容 ：
　・手話ってなに？どのようにできているの？
　・手話の構成要素
　・手話の文法
　・新しい手話をどうつくるか
　・手話ということば
　・手話と社会

DVD  目でみることわざ
62分　定価 3,300円（本体3,000円+税10％）送料込　音声・字幕付（取外し可）

ことわざを手話で表現するとその意味がより鮮明になり、 
新たな発見に驚きます ！

〈収録ことわざ（全30）〉
悪事千里を走る／後は野となれ山となれ／馬の耳に念仏／絵に描いた餅／ 
えびで鯛を釣る／触らぬ神に祟りなし／立つ鳥跡を濁さず／鶴の一声／ 
七転び八起き／灯台下暗し　他

子どものための手話事典
Ｂ5判変型　182頁　定価 3,300円（本体3,000円+税10％）

調べることっておもしろい ！
手話を学ぶ子どもから大人まで役立つ手話事典です。

DVD  初級手話講座　手話でつなごう　心と心 ◆

DVD3枚組1セット（総収録時間 ： 約190分）
　定価 10,230円（本体9,300円+税10％）送料込

DVDならではの特性を活かしたマルチ画面を採用し、 
よりわかりやすく ！
音声の「ON」「OFF」機能、字幕の選択機能により、レベルに合わせた学習も
可能です。
DISC-1　自己紹介・あいさつ・名前・家族の紹介・年齢・誕生日
DISC-2　1日の生活・学校生活・出身・仕事・職場
DISC-3　福祉・通勤・通学・交通手段・予定作り
ミニコーナー ： 手話俳句（主演 ： 井崎哲也）

新たっちゃんと学ぼう　耳の聞こえない人たちのこと ◆

Ａ5判　20頁　定価 220円（本体200円+税10％）

聞こえないこと、どう話したらわかってもらえるんだろう… 
そんなあなたの悩みを解決します ！
小学校の「総合学習の時間」などで、子どもたちが福祉や身体障害者について
学ぶ機会が増えています。このパンフレットは、聞こえないことや手話につい
ての理解を目的に、小学校４年生のたっちゃんの疑問に答えるかたちで、わか
りやすく解説したものです。子どもだけでなく、初心者向けの手話教室など、
初めて聴覚障害者に接する一般の方にもお勧めです。

ようこおばさんの手話で満腹クッキング ！　②
A4判変型　64頁　定価 各1,100円（本体1,000円+税10％）

おいしく食べて、楽しく手話を覚えちゃおう ！
手話と料理が盛りだくさん！
※『ようこおばさんの手話で満腹クッキング①』は販売終了しました。

使える！ スポーツ手話ハンドブック 
Ａ５判　160頁　定価　1,430円（本体1,300円+税10％）

大会運営にも役立つ！
スタッフ必携の一冊です。
オリンピック・パラリンピック、また、全国ろうあ者体
育大会や全国各地で開催されるスポーツ大会などで
使える様々な手話表現を網羅した書籍です。オリン
ピック・パラリンピックの競技名だけでなく、大会や式
典、大会運営に関わる人に役立つ用語を中心に幅広
い分野の手話を246単語収録しています。
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7

ろう者についてもっと知りたい

全日本ろうあ連盟70年史◆

～社会への完全参加と平等を目指して～ 
A４判上製本フルカラー　335頁

　定価 9,900円（本体9,000円+税10％）

本書はろう者がなかまと共に築いて
きた70年の「ろうあ運動」の歴史書
です。

1947（昭和22）年に全日本ろうあ連盟が
結成され、ここから「ろうあ運動」が始まりま
した。なかまと共にろう者への差別・偏見と
闘ってきた70年間の出来事が、1年ごとに
写真と共に掲載され、その年の出来事が一
目でわかります。また、運転免許取得や民放
11条改正、差別法令改正など、テーマごと
にろうあ運動の道のりがわかる内容になっ
ています。
全国47都道府県の加盟団体の歴史も網羅
し、日本のろうあ運動の歴史がこの１冊でわ
かります。

　　内　容
　　　・70年のあゆみ（年表）
　　　・70年のあゆみ（テーマごとに）
　　　・加盟団体の歴史
　　　・ともにたたかってきた仲間たち
　　　・未来に向かって
　　　・資料集

一人ひとりが輝ける未来へ◆

～ろう者の権利保障と手話の言語的認知を求めて70年～ 

DVD   段また段を成して◆

～全日本ろうあ連盟創立70周年記念ドキュメンタリー映画～ 

歴史を振り返り、歴史を振り返り、
前に進む！前に進む！

（本編より）
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ろう者についてもっと知りたい

全日本ろうあ連盟70年史◆

～社会への完全参加と平等を目指して～ 
A４判上製本フルカラー　335頁

　定価 9,900円（本体9,000円+税10％）

本書はろう者がなかまと共に築いて
きた70年の「ろうあ運動」の歴史書
です。

1947（昭和22）年に全日本ろうあ連盟が
結成され、ここから「ろうあ運動」が始まりま
した。なかまと共にろう者への差別・偏見と
闘ってきた70年間の出来事が、1年ごとに
写真と共に掲載され、その年の出来事が一
目でわかります。また、運転免許取得や民放
11条改正、差別法令改正など、テーマごと
にろうあ運動の道のりがわかる内容になっ
ています。
全国47都道府県の加盟団体の歴史も網羅
し、日本のろうあ運動の歴史がこの１冊でわ
かります。

　　内　容
　　　・70年のあゆみ（年表）
　　　・70年のあゆみ（テーマごとに）
　　　・加盟団体の歴史
　　　・ともにたたかってきた仲間たち
　　　・未来に向かって
　　　・資料集

一人ひとりが輝ける未来へ◆

～ろう者の権利保障と手話の言語的認知を求めて70年～ 

DVD   段また段を成して◆

～全日本ろうあ連盟創立70周年記念ドキュメンタリー映画～ 

B５判　48頁　定価 550円（本体500円+税10％）

初めての人にも読みやすく、ろうあ運動の70年
の歴史を分かりやすく学べます。
1947年に全日本ろうあ連盟が創立されて以来、ろう者
は差別や障壁をどのように乗り越えてきたか、課題ごと
に紹介しています。
内容：
　・ろう者の運転免許取得運動
　・手話の広がりと手話通訳制度　
　・ろう者の教育環境
　・デフスポーツのいままでとこれから　等

45分　定価 1,325円（税込・送料込）
　全編字幕付き

～ ろう者の言葉、それは「手話」。「手話」
無くして私たちは闘うことはできなかっ
た。まさに「手話はいのち」～

70年の長きに渡り、ろう者は苦しみを乗り越え差
別や偏見と闘ってきました。

「一人はみんなのために、みんなは一人のために」
の思いで繋いできた70年の道のりを、長年ろうあ
運動に携わってきた先輩ろう者が若いろう者に語
りながら辿ります。

（本編より）
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ろう者についてもっと知りたい

手話でGO!GO!合理的配慮
～障害者差別解消法でやるべきことを考える～ 

Ａ5判　176頁　定価　990円（本体900円+税10％）

2020年に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競
技大会を迎え、わが国では共生社会の実現に向けて、各地で
手話言語条例が広がりを見せ、手話言語に対する社会的認知
が深まってきました。本書は、聞こえない人から相談が入った
時はどうすればよいの？聞こえない人と一緒に働くにはどうす
ればよいの？つまり、「合理的配慮」って、こういうこと？！ 等々
に応えることができる内容となっており、 聞こえる人も聞こ
えない人も共に学ぶための実践集です！！合理的配慮第２弾！

手話言語白書 多様な言語の共生社会をめざして 

Ａ5判　312頁　定価　2,750円（本体2,500円+税10％）

教育や就労などでろう者が受ける様々な差別や偏見の根底
には手話への無理解があります。手話が言語であることへの
理解を広め、きこえる人にとっての音声言語と同様にきこえ
ない人も手話言語を自由に使って暮らせる社会を実現する上
で何が課題かを、当事者の立場からわかりやすく解説します。 

合理的配慮合理的配慮
手
話
で
G
O
!
G
O
!
合
理
的
配
慮

～障害者差別解
消法でやるべき

ことを考える～

手話で手話で

https://ww
w.j fd .or . jp/

97849046
39214

19200360
09008

ISBN978-4-904639-21-4

C0036 ¥900E

定価　900 円
+税

一般財団法人全
日本ろうあ連盟

～『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える～
聴覚障害者への合理的配慮とは？ 『差別事例分析結果報告書』◆

Ａ４判　46頁　定価 550円（本体500円+税10％）

本報告書は、冊子「よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？」発行後
にアンケートの回答データをさらに分析。聴覚障害者に対する差別的対
応の実態や合理的配慮をめぐる聴覚障害者の具体的なニーズを整理し、
見やすいレイアウトにまとめたものです。
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ろう者についてもっと知りたい

手話でGO!GO!合理的配慮
～障害者差別解消法でやるべきことを考える～ 

手話言語白書 多様な言語の共生社会をめざして 

合理的配慮合理的配慮
手
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～障害者差別解
消法でやるべき

ことを考える～

手話で手話で

https://ww
w.j fd .or . jp/

97849046
39214

19200360
09008

ISBN978-4-904639-21-4

C0036 ¥900E

定価　900 円
+税

一般財団法人全
日本ろうあ連盟

～『障害者差別解消法』と『改正障害者雇用促進法』から考える～
聴覚障害者への合理的配慮とは？ 『差別事例分析結果報告書』◆

Ａ４判　46頁　定価 550円（本体500円+税10％）

本報告書は、冊子「よくわかる！聴覚障害者への合理的配慮とは？」発行後
にアンケートの回答データをさらに分析。聴覚障害者に対する差別的対
応の実態や合理的配慮をめぐる聴覚障害者の具体的なニーズを整理し、
見やすいレイアウトにまとめたものです。

一人ひとりが輝く　
～きこえない人びとの暮らしを支える拠点づくりのために～

Ｂ5判　166頁　定価　1,650円（本体1,500円+税10％）

ろう重複障害者、ろう高齢者のための施設づくりや、東日本大震災の支援活動
に取り組んできた人びとの真摯な声をまとめ、一人ひとりの聴覚障害者の暮ら
しとその人生を人間らしく豊かに生きていくために、今後どのような制度や事
業を進めていくべきかを提言しています。「きこえない人びとの暮らしを支え
るものは何か」がわかる書です。

手話美しく　～伊東雋祐の歌
松本　晶行　著

Ａ5判　238頁　定価 2,090円（本体1,900円+税10％）

ろう者の悲しみ、手話通訳者の苦しみ、そして両者の喜びを歌った全国手話
通訳問題研究会の初代運営委員長　故伊東雋祐氏。
氏のろう者や手話への想いあふれる歌に、同時代を生きた著者がろう者と
しての想いを重ねて織り上げた珠玉の１冊です。

21世紀のろう者像
Ａ5判　276頁　定価 3,143円（本体2,857円+税10％）

激動する社会情勢の中、聴覚障害者を取り巻く「現在」を、生活・教育・福祉など
さまざまな視点から解説した、聴覚障害者問題の専門書です。
聴覚障害者福祉に携わるみなさんへ贈る、必携の１冊です。

聴覚障害児・者支援の基本と実践
奥野　英子　編著

Ｂ5判　266頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

より質の高い聴覚障害者支援を行うための実践書 ！
すぐに役立つ知識と実践がこの１冊に凝縮されていて、聴覚障害者に関わる
すべての方に必携の１冊です。

バイリンガルろう教育の実践　－スウェーデンからの報告－
鳥越　隆士 ・ グニラ・クリスターソン　著

Ｂ5判変型　160頁　定価 2,750円（本体2,500円+税10％）

北欧の教室で子どもたちは手話による「学び」をどのように体験しているか、バ
イリンガルろう教育の実践報告です。

手話のための言語学の常識
鈴木　康之　著

Ｂ5判変型　206頁　定価 2,750円（本体2,500円+税10％）

手話に関わる方々のために書かれた、日本語の仕組みが見えてくる本。
手話通訳士を目指す人には必読の１冊です。
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読んで楽しく「わかる」「学べる」４コマ漫画

災害に、あせらず、あわてずに対応するために

聴さん　今日も行く ！
Ａ5判　102頁　定価 990円

皆に笑いと元気を与えてくれる「聴さん」！ 
ろう者の生活や日常困ること、
ろうあ運動について、読んで楽しく
「わかる」「学べる」４コマ漫画 ！

全日本ろうあ連盟機関紙『日本聴力障害新聞』に
1988年から2017年まで連載されていた大人気
4コマ漫画「聴さん」、その選りすぐりの158作品を
一冊にまとめました。
作者ナカ・ミチ氏の「聴さん」の裏話やろうあ運動に
関するコラムなど、「聴さん」ファンだけではなく、
手話初心者・学習者にもおススメの一冊です。

手話で防災 ◆ A5判　54頁　定価　550円（本体500円+税10％）

皆さんの職場やご近所に、耳の聞こえない人はいませんか？
聴覚障害者にとっていつ起きるかわからない災害から身を守るのはとても大
変なことです。「危険」をどのように知ればよいのか…災害発生時の聴覚障害
者への支援を地域の方々にご理解いただけるよう、聴覚障害者や手話につ
いて、わかりやすく解説しました。 聴覚障害者も共に暮らす地域のコミュニ
ケーションに、防災に、ぜひお役立てください ！

守ろう！ＬＩＦＥ ◆ A4判　96頁　定価　1,430円（本体1,300円+税10％）

いつ起きるかわからない災害から身を守るには？
災害が発生したとき、聴覚障害者の命や身を守るには何をすべきかを解説し
ています。初動対応、安否確認、救援体制のつくり方を東日本大震災時の聴
覚障害者救援活動の実例から学びます。地域の防災ネットワークを確立し、
日頃からの備えを万全にし、災害時被災死亡者「ゼロ」を実現するためにぜひ
ご活用ください。聴覚障害者団体、支援団体関係者及び行政関係者など地域
防災ネットワーク作りの推進者、また、地域防災学習会等に携わる方や参加
者のためのテキストとしておすすめの一冊です。
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医療の手話シリーズ

手話で必見 ！ 医療のすべて①〈外来編〉
Ｂ5判　128頁　定価 2,200円（本体2,000円+税10％）

聴覚障害者・手話通訳者・医療関係者をつなぐシリーズ第1弾 ！
単なる医療手話の単語集ではありません。
医療の知識や用語もわかりやすく解説してあります。

手話で必見 ！ 医療のすべて②〈人間ドック・健診編〉
Ｂ5判　132頁　定価 2,200円（本体2,000円+税10％）

人間ドック・健診を受ける際に役立つ会話集。
検査の流れがマンガで理解できる ！
医療スタッフのセリフも手話で分かりやすい ！
医療手話学習だけでなく、 生活チェックもでき病気予防にも役立ちます。

手話で必見 ！ 医療のすべて③〈特定健康診査・特定保健指導編〉
Ｂ5判　128頁　定価 2,200円（本体2,000円+税10％）

血圧が高め、運動嫌い、お酒は毎日・・・そんなあなたは要注意 ！
ひと目でわかるメタボリックシンドロームとその対策、予防策など知っておき
たい情報を網羅しています。

別冊　手話でわかりやすい体と病気
Ｂ5判　96頁　定価 2,750円（本体2,500円+税10％）

人体・病気の名称を手話で表わした単語集。
「人体を手話で表現するとどうなるの？」「胆のうってどこにあるの？」
手話をみると臓器の位置までわかります！
病名や、症状の手話も多数掲載しています。
医療現場でよく使う単語を１冊にまとめた日本で初めての本です。

手話で防災 ◆ A5判　54頁　定価　550円（本体500円+税10％）

皆さんの職場やご近所に、耳の聞こえない人はいませんか？
聴覚障害者にとっていつ起きるかわからない災害から身を守るのはとても大
変なことです。「危険」をどのように知ればよいのか…災害発生時の聴覚障害
者への支援を地域の方々にご理解いただけるよう、聴覚障害者や手話につ
いて、わかりやすく解説しました。 聴覚障害者も共に暮らす地域のコミュニ
ケーションに、防災に、ぜひお役立てください ！

守ろう！ＬＩＦＥ ◆ A4判　96頁　定価　1,430円（本体1,300円+税10％）

いつ起きるかわからない災害から身を守るには？
災害が発生したとき、聴覚障害者の命や身を守るには何をすべきかを解説し
ています。初動対応、安否確認、救援体制のつくり方を東日本大震災時の聴
覚障害者救援活動の実例から学びます。地域の防災ネットワークを確立し、
日頃からの備えを万全にし、災害時被災死亡者「ゼロ」を実現するためにぜひ
ご活用ください。聴覚障害者団体、支援団体関係者及び行政関係者など地域
防災ネットワーク作りの推進者、また、地域防災学習会等に携わる方や参加
者のためのテキストとしておすすめの一冊です。
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テキストシリーズ

厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラムに
対応したテキストです。

手話奉仕員養成テキスト　手話を学ぼう　手話で話そう
A4判　139頁　定価 3,300円（本体3,000円+税10％）

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム対応、手話奉仕員養成講座の新しい
テキストです。

『新・手話教室入門』と『手話教室基礎』の内容が1冊に盛り込まれ、手話の習
得に必要な「見る力」「伝える力」を養い、ろう者の生きた手話表現を学ぶこと
を大切にしています。また、テキストにＤＶＤが付き、自宅で見られるようになり
ました。

手話 を学ぼう
手話で話そう

発 行：社会福祉法人 全国手話研修センター

発 売：一般財団法人 全 日 本ろうあ連盟 

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム  対応
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手話奉仕員養成テキスト

社会福祉法人   全国手話研修センター
コミュニティ嵯峨野

事 務 局【手話関係のお問い合わせ先】TEL 075-873-2646（代）　FAX 075-873-2647
フロント【宿泊・会議・宴会のお問い合わせ先】TEL 075-871-9711　 　FAX 075-871-9713

研修・宿泊・観光に、ご利用いただけます

このシリーズは、その新基本単語リストに対応
した５級～２級テキストの全面改訂版および準１
級・１級テキストです。試験対策だけでなく、日
常会話で参考になる手話表現を豊富に収載した
DVDブックです。

 ◆2011年8月発行 ◆B5判・96頁 3493
◆定価3,780円（本体3,600円＋税5%）

改訂  ◆2011年6月発行 ◆B5判・84頁 3492
◆定価3,570円（本体3,400円＋税5%）

改訂  ◆2011年6月発行 ◆B5判・76頁 3491
◆定価3,360円（本体3,200円＋税5%）

改訂  ◆2011年6月発行 ◆B5判・68頁 3490
◆定価3,150円（本体3,000円＋税5%）

改訂  ◆2011年6月発行 ◆B5判・68頁 3489
◆定価2,940円（本体2,800円＋税5%）

手話でステキなコミュニケーション

DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験準1級･1級対応
全国手話検定試験 2級対応
全国手話検定試験 3級対応
全国手話検定試験 4級対応
全国手話検定試験 5級対応

ISBN978-4-902158-39-7 C0037 ￥3000E 定価  本体 3,000 円（税別）

〒 616-8372　京都市右京区嵯峨天龍寺広道町３番地の４（ＪＲ嵯峨嵐山駅下車すぐ）
URL　http://www.com-sagano.com/

手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　69頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座基本課程」の内容が盛り込まれた、手話通訳者になる
ための学習に最適なテキスト。ろう者の手話語りの内容をつかみ、「要旨」「要
約」「通訳」といった流れで学習できます。ＤＶＤが付き、自宅で見られるよう
になりました。

手話通訳 Ⅱ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　67頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座応用課程・実践課程」の内容が盛り込まれた、手話通
訳者になるための学習に最適なテキスト。ＤＶＤが付き、自宅で見られるよう
になりました。

手話通訳者養成のための講義テキスト ◆

A4判　79頁　 定価 1,870円（本体1,700円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座のテキス
トから講義編が独立して1冊になりました。手話通訳者になるための基礎知識

（手話通訳者制度、障害者福祉についてなど）を理論的に学ぶことができま
す。『手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ』、『手話通訳Ⅱ　ホップ ステッ
プ ジャンプ』共用の講義テキストです。

手話通訳者養成のための

厚生労働省手話通訳者養成カリキュラム対応
発行：社会福祉法人 全国手話研修センター
発売：一般財団法人 全日本ろうあ連盟

講義
テキス

手話通訳 Ⅲ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　59頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座実践課程」の内容が盛り込まれ、模擬通訳場面練習、
手話通訳実習を通して手話通訳者になるための学習に最適なテキスト。ＤＶＤ
が付き、自宅で見られるようになりました。
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テキストシリーズ

厚生労働省手話奉仕員・手話通訳者養成カリキュラムに
対応したテキストです。

手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ　指導書 ◆

A4判　173頁　定価 3,850円（本体3,500円+税10％）

『手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ』に対応する講師用教本です。
（ＤＶＤ付）

手話通訳Ⅱ　ホップ　ステップ　ジャンプ　指導書 ◆

A4判　163頁　定価 3,850円（本体3,500円+税10％）

『手話通訳Ⅱ　ホップ　ステップ　ジャンプ』に対応する講師用教本です。
（ＤＶＤ付）

手話通訳Ⅲ　ホップ　ステップ　ジャンプ　指導書 ◆

A4判　93頁　定価 3,850円（本体3,500円+税10％）

『手話通訳Ⅲ　ホップ　ステップ　ジャンプ』に対応する講師用教本です。
（ＤＶＤ付）

手話奉仕員養成テキスト　手話を学ぼう　手話で話そう
A4判　139頁　定価 3,300円（本体3,000円+税10％）

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム対応、手話奉仕員養成講座の新しい
テキストです。

『新・手話教室入門』と『手話教室基礎』の内容が1冊に盛り込まれ、手話の習
得に必要な「見る力」「伝える力」を養い、ろう者の生きた手話表現を学ぶこと
を大切にしています。また、テキストにＤＶＤが付き、自宅で見られるようになり
ました。

手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　69頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座基本課程」の内容が盛り込まれた、手話通訳者になる
ための学習に最適なテキスト。ろう者の手話語りの内容をつかみ、「要旨」「要
約」「通訳」といった流れで学習できます。ＤＶＤが付き、自宅で見られるよう
になりました。

手話通訳 Ⅱ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　67頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座応用課程・実践課程」の内容が盛り込まれた、手話通
訳者になるための学習に最適なテキスト。ＤＶＤが付き、自宅で見られるよう
になりました。

手話通訳者養成のための講義テキスト ◆

A4判　79頁　 定価 1,870円（本体1,700円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座のテキス
トから講義編が独立して1冊になりました。手話通訳者になるための基礎知識

（手話通訳者制度、障害者福祉についてなど）を理論的に学ぶことができま
す。『手話通訳Ⅰ　ホップ　ステップ　ジャンプ』、『手話通訳Ⅱ　ホップ ステッ
プ ジャンプ』共用の講義テキストです。

手話奉仕員養成テキスト
手話を学ぼう　手話で話そう　指導書 ◆

A4判　109頁　定価 2,750円（本体2,500円+税10％）

『手話奉仕員養成テキスト　手話を学ぼう　手話で話そう』に対応する講師用
教本です。（ＤＶＤは付いていません）

手話通訳 Ⅲ　ホップ　ステップ　ジャンプ ◆

A4判　59頁　定価 3,080円（本体2,800円+税10％）

厚生労働省手話通訳養成カリキュラム対応、手話通訳者養成講座の新しい
テキストです。

「手話通訳者養成講座実践課程」の内容が盛り込まれ、模擬通訳場面練習、
手話通訳実習を通して手話通訳者になるための学習に最適なテキスト。ＤＶＤ
が付き、自宅で見られるようになりました。
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全国手話検定試験シリーズ

これで合格 ！ 2021全国手話検定試験　
DVD付き　第15回全国手話検定試験解説集

 Ｂ5判　172頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2020全国手話検定試験　

DVD付き　第14回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

これで合格 ！ 2019全国手話検定試験　DVD付き　第13回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2018全国手話検定試験　DVD付き　第12回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2017全国手話検定試験　DVD付き　第11回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　172頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

「全国手話検定試験シリーズ」の商品は書店でもご購入いただけます。
その場合、出版社名は中央法規出版の名前でご注文ください。
商品の掲載内容についてのお問い合わせは編集元の社会福祉法人全国手話研修
センターまでお願いいたします。
社会福祉法人全国手話研修センター　TEL 075-871-9741　FAX 075-873-2647

「全国手話検定試験」とは…
手話コミュニケーション能力をレベルに合わせて認定する「全国手話検定試験」。
学習期間や習得単語数によって、5・4・3・2・準1・1級とレベルを設定しています。
手話の知識だけではなく、面接委員と手話で会話をすることにより、ろう者と手話
でどの程度コミュニケーションができるのかを評価認定します。

「手話でステキなコミュニケーション　ＤＶＤで学ぶ手話の本」シリーズ
このシリーズは｢全国手話検定試験｣の基本単語リストに対応した5級～2級テキス
トの全面三訂版および準1級・1級テキストの全面改訂版です。試験対策だけでな
く、日常会話で参考になる手話表現を豊富に収録したDVDブックです。
基本単語リスト対応

これで合格！ 2022全国手話検定試験
DVD付き　第16回全国手話検定試験解説集

全国手話検定試験解答集シリーズ

改訂　よくわかる ！
手話の筆記試験対策テキスト

Ｂ5判　172頁　定価　3,740円（本体3,400円+税10％）

第16回全国手話検定試験（2021年度実施）の5級～1級の問題
及び解答・解説を収載。実技試験問題を収録したDVD付きで、手
話の実際をわかりやすく解説する。手話の読み取り・表現のポイン
トや筆記試験対策の解説も充実。巻末には5級～準1級の基本単
語一覧を収載。

Ｂ5判　198頁　定価 2,420円（本体2,200円+税10％）

聴覚障害者の暮らしや手話の歴史、耳の仕組み、聴覚障害者関連
福祉制度などについて、わかりやすく解説した、全国手話検定試験

（2級・準1級・1級）の学習者向け参考書です。

第3回 全国手話検定試験解答集（DVD付き） Ｂ5判　144頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

※『これで合格�！�全国手話検定試験』2015〜2016は販売終了しました。
※第１回、第２回『全国手話検定試験解答集』は販売終了しました。
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全国手話検定試験シリーズ

これで合格 ！ 2021全国手話検定試験　
DVD付き　第15回全国手話検定試験解説集

 Ｂ5判　172頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2020全国手話検定試験　

DVD付き　第14回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

これで合格 ！ 2019全国手話検定試験　DVD付き　第13回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2018全国手話検定試験　DVD付き　第12回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　170頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）
これで合格 ！ 2017全国手話検定試験　DVD付き　第11回全国手話検定試験解説集
 Ｂ5判　172頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

「全国手話検定試験シリーズ」の商品は書店でもご購入いただけます。
その場合、出版社名は中央法規出版の名前でご注文ください。
商品の掲載内容についてのお問い合わせは編集元の社会福祉法人全国手話研修
センターまでお願いいたします。
社会福祉法人全国手話研修センター　TEL 075-871-9741　FAX 075-873-2647

「全国手話検定試験」とは…
手話コミュニケーション能力をレベルに合わせて認定する「全国手話検定試験」。
学習期間や習得単語数によって、5・4・3・2・準1・1級とレベルを設定しています。
手話の知識だけではなく、面接委員と手話で会話をすることにより、ろう者と手話
でどの程度コミュニケーションができるのかを評価認定します。

「手話でステキなコミュニケーション　ＤＶＤで学ぶ手話の本」シリーズ
このシリーズは｢全国手話検定試験｣の基本単語リストに対応した5級～2級テキス
トの全面三訂版および準1級・1級テキストの全面改訂版です。試験対策だけでな
く、日常会話で参考になる手話表現を豊富に収録したDVDブックです。
基本単語リスト対応

これで合格！ 2022全国手話検定試験
DVD付き　第16回全国手話検定試験解説集

全国手話検定試験解答集シリーズ

改訂　よくわかる ！
手話の筆記試験対策テキスト

Ｂ5判　172頁　定価　3,740円（本体3,400円+税10％）

第16回全国手話検定試験（2021年度実施）の5級～1級の問題
及び解答・解説を収載。実技試験問題を収録したDVD付きで、手
話の実際をわかりやすく解説する。手話の読み取り・表現のポイン
トや筆記試験対策の解説も充実。巻末には5級～準1級の基本単
語一覧を収載。

第3回 全国手話検定試験解答集（DVD付き） Ｂ5判　144頁　定価 3,520円（本体3,200円+税10％）

※『これで合格�！�全国手話検定試験』2015〜2016は販売終了しました。
※第１回、第２回『全国手話検定試験解答集』は販売終了しました。

手話でステキなコミュニケーション5　改訂DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験　準1級・1級対応

Ｂ5判　98頁　定価　3,960円（本体3,600円+税10％）

手話でステキなコミュニケーション4　三訂DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験　2級対応

Ｂ5判　86頁　定価　3,740円（本体3,400円+税10％）

手話でステキなコミュニケーション3　三訂DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験　3級対応

Ｂ5判　78頁　定価　3,520円（本体3,200円+税10％）

手話でステキなコミュニケーション2　三訂DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験　4級対応

Ｂ5判　70頁　定価　3,300円（本体3,000円+税10％）

手話でステキなコミュニケーション1　三訂DVDで学ぶ手話の本
全国手話検定試験　5級対応

Ｂ5判　70頁　定価　3,080円（本体2,800円+税10％）
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日本聴力障害新聞　DVD-ROM版 ◆

2003（平成 15）年１月号～ 2016（平成 28）年８月号までの
14 年分を収載 !!
Windows では XP 以上のOSで閲覧できます。
Mac では OS10.4.11 での動作を確認しています。
9,900 円（税込・送料別）
★�さらに、11巻とＤＶＤ両方のセットでのお申し込みの場合は、�
17,600 円（税込・送料別）で、1,100 円のお得です。

日本聴力障害新聞　縮刷版 ◆

過去に発行された日本聴力障害新聞の
集大成、活動の歴史に触れられます。
第 11 巻（2011：平成 23 ～ 2015：27 年）　　
8,800 円（税込・送料別）（※在庫僅少）
第 12巻（2016：平成 28 ～ 2020：令和２年）　
9,350 円（税込・送料別）
※第１巻～第 10 巻は販売終了となりました。

日聴紙特製バインダー　限定販売中！◆

Ａ３サイズ
ポリプロピレン製カバー
1,800 円（税込）＋送料実費

日聴 紙専用の『特製バインダー』
を 40 年ぶりに発売。折ったり、穴
をあけたりせずに２年分を綴じられ
るなど、機能面も充実！日聴紙に合
わせた特注品なので、他では手に
入りません！

聴覚障害者をはじめ、行政や教育、
手話関係者など約 12,000 人の読者
に幅広く購読されています。
毎月１日、タブロイド判、全 12 面で
発行しています。

日聴紙でしか見られないＡＲ動画を、
毎号２～３点お届けしています。

毎号、特集テーマにもとづい
た読み応えのある豊かな内容
と楽しいグラビアページで、ろ
う者等のいきいきした表情を伝
えます。

社会の変化をいち早くキャッチ社会の変化をいち早くキャッチ
聴覚障害当事者のジャーナル聴覚障害当事者のジャーナル

ろう者、手話、様々な生き方…。ろう者、手話、様々な生き方…。
新たな出会いと学びの場。新たな出会いと学びの場。

タブロイド判�12�頁（1・12�面カラー）
年間購読料�4,300�円（送料・税込）

 マンガ マンガ
「アイの玉手箱」「アイの玉手箱」

♦

（略称：日聴紙）�

手話言語法制定運動をはじめ、福祉・教育・文化・スポーツ、海外、マン
ガ等、ろう者や手話等の新鮮な情報が満載。
これらを話題にしてのおしゃべりに必携！です。

好評
連載中

月刊
1日発行

お楽しみクイズお楽しみクイズ
手話クロスワード手話クロスワード
パズルパズル

あなたも日聴紙、  みみのご購読をあなたも日聴紙、  みみのご購読を！！季
刊
季
刊
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定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます 定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます定期刊行物など　伝えたい、知りたい、世界に広がる　きこえない人の暮らしをみつめます

日本聴力障害新聞　DVD-ROM版 ◆

2003（平成 15）年１月号～ 2016（平成 28）年８月号までの
14 年分を収載 !!
Windows では XP 以上のOSで閲覧できます。
Mac では OS10.4.11 での動作を確認しています。
9,900 円（税込・送料別）
★�さらに、11巻とＤＶＤ両方のセットでのお申し込みの場合は、�
17,600 円（税込・送料別）で、1,100 円のお得です。

日聴紙特製バインダー　限定販売中！◆

Ａ３サイズ
ポリプロピレン製カバー
1,800 円（税込）＋送料実費

日聴 紙専用の『特製バインダー』
を 40 年ぶりに発売。折ったり、穴
をあけたりせずに２年分を綴じられ
るなど、機能面も充実！日聴紙に合
わせた特注品なので、他では手に
入りません！

毎号、特集テーマにもとづい
た読み応えのある豊かな内容
と楽しいグラビアページで、ろ
う者等のいきいきした表情を伝
えます。

ろう者、手話、様々な生き方…。ろう者、手話、様々な生き方…。
新たな出会いと学びの場。新たな出会いと学びの場。

タブロイド判�12�頁（1・12�面カラー）
年間購読料�4,300�円（送料・税込）

Ａ４判 68 頁（表紙／口絵カラー）
年間購読料 4,148�円（送料・税込）
１冊 950 円（税込・送料別）

 マンガ マンガ
「アイの玉手箱」「アイの玉手箱」

♦

手話言語法制定運動をはじめ、福祉・教育・文化・スポーツ、海外、マン
ガ等、ろう者や手話等の新鮮な情報が満載。
これらを話題にしてのおしゃべりに必携！です。

年4回
発行

あなたも日聴紙、  みみのご購読をあなたも日聴紙、  みみのご購読を！！
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36 人のろう者から勇気と希望がもらえる写真集。
長年ろうあ運動に携わってきた36人のろ
う者が写真と文章で紹介されています。
戦後の日本のろう者やろうあ運動の貴重
な記録であり、数々の悩みや苦しみを乗
り越えて来たその姿は多くの人に勇気と
希望を与えます。
� （写真・文　豆塚猛）

Ｂ５判　180 頁　モノクロ
定価　1,650円（税込・送料別）

『道～ろうあ運動を支えた人びと～』 ◆

日本聴力障害新聞で連載したマンガが１冊の
単行本になりました。
差別に直面し、孤立していたろう者たちが、全国ろうあ青年研究
討論会で語り合い、立ち上がり、権利を求めて闘い続けた軌跡
が描かれます。この団結し、連帯した取り組みは、現在の連盟の
運動に引き継がれています。
� （漫画：濱田咲乃・濱田彩乃）

Ａ５判　132 頁　
定価　1,100 円（税込・送料別）

マンガ 『ろう者たち～権利を求めて～』 ◆
（原作・髙田英一〔全日本ろうあ連盟元理事長〕）

『日聴紙』『季刊みみ』等のお申し込
み・お問い合わせは下記または、ホー
ムページ（右下ＱＲコードからもア
クセスできます）までお願いします。
なお、『日聴紙』の年間購読料のお

支払いについては、ゆうちょ銀行で
の払い込み、コンビニエンスストア
でのお支払い、購読料がお得なゆう
ちょ銀行口座からの自動引き落とし
があります。

一般財団法人全日本ろうあ連盟　京都事務所
〒 602-0901　京都府京都市上京区室町通今出川下ル　繊維会館内
電話　075-441-6079　FAX　075-441-6147
E-mail ： jdn@jfd.or.jp　HP ： https://jdn.jfd.or.jp/

出版物のご案内
2022年版

◦ 書店でご注文できます。（商品名の後ろに ♦ があるものはできません。）
◦ 連盟ホームページからご注文できます。（PC・スマートフォン・携帯対応）
◦ ホームページ以外では、郵便振替または現金書留にてご注文できます。
◦ 送料・振込手数料は、お客様のご負担となります。
◦ お申し込み方法の詳細につきましては下記へお問い合わせください。

購入申込方法
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